
川口医院 254-0046
神奈川県平塚市立野町24-8-
105

0463-31-0516 ○

はしむら内科ｸﾘﾆｯｸ 254-0046
神奈川県平塚市立野町40-
10YAMAﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾟｰｸ1F

0463-35-8467 ○

佐藤内科医院 254-0047 神奈川県平塚市追分3-4 0463-31-0469 ○

堀江医院 254-0054 神奈川県平塚市中里21-6 0463-31-2217 ○

やまうち内科ｸﾘﾆｯｸ 254-0061 神奈川県平塚市御殿1-31-11 0463-32-1311 ○

なす医院 254-0061 神奈川県平塚市御殿1-5-10 0463-32-4838 ○

はまの内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 254-0061
神奈川県平塚市御殿3-3-37-
1

0463-32-0600 ○

柳町内科 254-0063 平塚市平塚4-25-26 0463-33-8214 ○

高山医院 254-0064 神奈川県平塚市達上ｹ丘4-70 0463-31-2578 ○

平塚市民病院 254-0065 神奈川県平塚市南原1-19-1 0463-32-0015 ○

医療法人湘尽会かとう腎･泌尿器科ｸﾘ
ﾆｯｸ

254-0065 神奈川県平塚市南原2-1-2 0463-30-0415 ○

松浦内科医院 254-0073
神奈川県平塚市西八幡2-3-
52

0463-21-1582 ○

医療法人富嶽会 みずきｸﾘﾆｯｸ 254-0075 神奈川県平塚市中原2-15-2 0463-73-7149 ○

松下医院 254-0075 神奈川県平塚市中原2-6-11 0463-31-2088 ○

医療法人社団梶原医院 254-0077
神奈川県平塚市東中原1-19-
18

0463-33-0321 ○

鈴木外科内科医院 254-0084 神奈川県平塚市南豊田21 0463-31-1543 ○

医療生協かながわ生活協同組合平塚
診療所

254-0807 神奈川県平塚市代官町20-20 0463-21-2764 ○

医社)松和会望星平塚ｸﾘﾆｯｸ 254-0807 神奈川県平塚市代官町23-1 0463-23-5606 ○

みやいり内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 254-0811
神奈川県平塚市八重咲町25-
2 丸山ﾋﾞﾙ1F

0463-22-5781 ○

医社)寿満会牧野ｸﾘﾆｯｸ 254-0811
神奈川県平塚市八重咲町25-
5

0463-21-2364 ○

八重咲診療所 254-0812 神奈川県平塚市松風町11-11 0463-23-3552 ○

遠藤医院 254-0812 神奈川県平塚市松風町17-6 0463-21-0360 ○

瀬戸医院 254-0812 神奈川県平塚市松風町21-32 0463-21-3425 ○

ふれあい平塚ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 254-0813 神奈川県平塚市袖ｹ浜1-12 0463-22-4105 ○

間島医院 254-0814 神奈川県平塚市龍城ヶ丘3-37 0463-31-2774 ○

なでしこｸﾘﾆｯｸ 254-0822 神奈川県平塚市菫平8-7 0463-35-0881 ○
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医社)高橋内科小児科整形外科医院 254-0824 神奈川県平塚市花水台37-24 0463-31-1405 ○

二瓶内科･胃腸科医院 254-0902 神奈川県平塚市徳延175-2 0463-31-3467 ○

内田ｸﾘﾆｯｸ 254-0902 神奈川県平塚市徳延306-38 0463-36-3799 ○

三浦胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 254-0902 神奈川県平塚市徳延336-5 0463-37-1177 ○

医療法人 聖玲塾    ｸﾘﾆｯｸ斎藤 254-0902 神奈川県平塚市徳延572-1 0463-37-5525 ○

医療法人社団北山整形外科医院 254-0903 神奈川県平塚市河内510-3 0463-32-6020 ○

医療法人社団久保田整形外科医院 254-0911 神奈川県平塚市山下458 0463-35-2611 ○

研水会 高根台病院 254-0912 神奈川県平塚市高根191番地 0463-34-3701 ○

松田内科医院 254-0914
神奈川県平塚市高村203高村
団地15-102

0463-33-5320 ○

倉田ｸﾘﾆｯｸ 259-1201
神奈川県平塚市南金目1135-
1

0463-59-1313 ○

鈴木医院 259-1205 神奈川県平塚市土屋1282-3 0463-58-1131 ○

医)救友会湘南真田ｸﾘﾆｯｸ 259-1206 神奈川県平塚市真田2-6-27 0463-50-3400 ○

岡村内科医院 259-1207
神奈川県平塚市北金目2-36-
28

0463-58-3331 ○

医療法人康養会内科久保田医院 259-1212 神奈川県平塚市岡崎3531 0463-50-3015 ○

平園ｸﾘﾆｯｸ 259-1212 神奈川県平塚市岡崎4415-1 0463-50-1105 ○

伊藤医院 259-1212 神奈川県平塚市岡崎5929-22 0463-59-6678 ○

医療法人社団川井内科医院 259-1217 神奈川県平塚市長持421-2 0463-33-4103 ○

武川医院 259-1219 神奈川県平塚市広川848-4 0463-59-1514 ○

ぬまた内科呼吸器科 251-0002
神奈川県藤沢市大鋸1-2-18
藤沢ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾊﾟｰｸ 3F

0466-29-5001 ○

湘南柄沢ｸﾘﾆｯｸ 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢 421-2 0466-23-5018 ○

三宅ｸﾘﾆｯｸ 251-0003 神奈川県藤沢市柄沢580-1 0466-53-7983 ○

海部胃腸内科医院 251-0004
神奈川県藤沢市藤が岡3-6-
10

0466-26-7225 ○

岩崎ｸﾘﾆｯｸ 251-0016
神奈川県藤沢市弥勒寺3-16-
4

0466-22-1200 ○

たかはしｸﾘﾆｯｸ 251-0016
神奈川県藤沢市弥勒寺4-1-
12

0466-23-6133 ○

牧野ｸﾘﾆｯｸ 251-0021
神奈川県藤沢市鵠沼神明5-
13-19森谷ﾋﾞﾙ 3F

0466-29-5761 ○

たかばやし胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘 1-1-
8-5F

0466-24-4114 ○
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別府医院 251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-1
第2外岡ﾋﾞﾙ5F

0466-26-1515 ○

藤沢順天医院 251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-
11

0466-23-3211 ○ ○ ○

神里内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-
13

0466-22-2706 ○

勝俣内科医院 251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-4-1
小山ﾋﾞﾙ2階 201

0466-27-5811 ○

白木内科医院 251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-5-1
ｻﾆｰﾋﾞﾙ 21-201

0466-26-5578 ○

湘南藤沢徳州会病院 251-0024 藤沢市辻堂神台1-5-1 0466-35-1177 ○ ○

藤沢内科消化器ｸﾘﾆｯｸ 251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-
2-4-2F

0466-23-8801 ○

湘南斉藤ｸﾘﾆｯｸ 251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上2-
14-9

0466-22-4114 ○

ｸﾛｰﾊﾞｰﾎｽﾋﾟﾀﾙ 251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上3-
3-6

0466-22-7111 ○

尾崎ｸﾘﾆｯｸ 251-0026
神奈川県藤沢市鵠沼東1-1玉
半ﾋﾞﾙ2F

0466-25-2210 ○

鵠沼ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 251-0027
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡
1-8-10

0466-22-5617 ○

安達ｸﾘﾆｯｸ 251-0027
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡
4-14-3

0466-26-0378 ○

小林内科医院 251-0027
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡
4-15-28

0466-22-4648 ○

桜が岡内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0027  
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡
1-8-13

0466-27-0082 〇

鵠沼ｸﾘﾆｯｸ 251-0028
神奈川県藤沢市本鵠沼2-14-
10

0466-50-2501 〇

のむら医院 251-0028
神奈川県藤沢市本鵠沼2-4-
29

0466-53-8500 ○

野中医院 251-0028
神奈川県藤沢市本鵠沼4-14-
6

0466-34-2727 ○

早稲田医院 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-7-4 0466-38-6657 ○

やすい小児科･循環器科 251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼4-7-9 0466-30-2125 ○

池上整形外科 251-0031
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷
2-1-21

0466-26-3711 ○

湘南内科･消化器科ｸﾘﾆｯｸ 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-15-24 0466-55-2527 ○

藤沢脳神経外科病院 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬2-15-36 0466-27-1511 ○

三浦内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0032
神奈川県藤沢市片瀬3-1-39
片瀬ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ 3F

0466-29-0120 ○

ｸﾛｰﾊﾞｰｸﾘﾆｯｸ 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬4-10-22 0466-22-5110 ○

杉本医院 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬5-3-15 0466-23-2353 ○

やまだ内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山2-7-5 0466-26-3662 ○
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及川内科医院 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山4-6-4 0466-25-1437 ○

のぐち江ﾉ島ｸﾘﾆｯｸ 251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-
3-7ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ･ﾄﾞｩ･ｴﾑ 1F

0466-55-3811 ○

髙橋内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-
5-5鎌田ﾋﾞﾙ1F

0466-29-9350 ○

いしい内科医院 251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-
9-6ﾌｼﾞﾋﾞﾙ102

0466-26-0621 ○

のなかこどもｸﾘﾆｯｸ 251-0037
神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16
ﾌﾟﾗｯｼﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ江の島4F

0466-31-0555 ○

くげぬま眼科ｸﾘﾆｯｸ 251-0037
神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-
3-13

0466-52-6177 ○

鵠沼海岸内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0037
神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-
3-13

0466-35-1159 ○

呉ｸﾘﾆｯｸ 251-0038
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡
3-24-23

0466-25-7600 ○

ありあけ内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0038
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡
4-15-27

0466-54-2668 ○

疋田眼科 251-0038
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡
4-16-15

0466-22-5075 ○

山崎ｸﾘﾆｯｸ 251-0042
神奈川県藤沢市辻堂新町1-
1-15山上ﾋﾞﾙ2F

0466-21-8955 ○

さいとう内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 251-0043
神奈川県藤沢市辻堂元町4-
7-21

0466-30-3500 ○

山内病院付属藤沢ｽﾏｰﾄﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 251-0043
神奈川県藤沢市辻堂元町6-17-
1Wellness SQUARE 南館1F

0466-52-5277 ○

辻堂太平台ｸﾘﾆｯｸ 251-0044
神奈川県藤沢市辻堂太平台
1-3-2

0466-30-0670 ○

湘南太平台病院 251-0044
神奈川県藤沢市辻堂太平台
2-13-27

0466-34-2151 ○

辻堂東海岸ｸﾘﾆｯｸ 251-0045
神奈川県藤沢市辻堂東海岸
1-12-20湘南ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階

0466-34-6006 ○

びわた東海岸ｸﾘﾆｯｸ 251-0045
神奈川県藤沢市辻堂東海岸
1-15-16

0466-35-8277 ○

みき辻堂東海岸ｸﾘﾆｯｸ 251-0045
神奈川県藤沢市辻堂東海岸
3-8-11

0466-20-5311 ○

奥医院 251-0045
神奈川県藤沢市辻堂東海岸
4-13-3

0466-36-8513 ○

山田医院 251-0046
神奈川県藤沢市辻堂西海岸
2-10-6

0466-36-5379 ○

酒井医院 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-10-19 0466-36-8076 ○

こうの眼科ｸﾘﾆｯｸ 251-0047
神奈川県藤沢市辻堂1-2-2-
B3ﾘｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ辻堂ﾀﾜｰ

0466-37-0881 〇

辻堂内科診療所 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-12-13 0466-52-5855 ○

ふくだｸﾘﾆｯｸ 251-0047
神奈川県藤沢市辻堂2-2-14ｽ
ﾃﾗ湘南3F

0466-30-1333 ○

梅津ｸﾘﾆｯｸ 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂2-9-3 0466-35-4511 ○

湘南ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂3-10-2 0466-33-5111 ○
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小林小児ｸﾘﾆｯｸ 251-0047
神奈川県藤沢市辻堂4-6-14
湘南桜井ﾋﾞﾙⅢ103

0466-36-2273 〇

はじめｸﾘﾆｯｸ 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂5-18-9 0466-31-0840 ○

湘南長寿園病院 251-0051 神奈川県藤沢市白旗1-11-1 0466-82-7311 ○

近藤内科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 1027-9 0466-25-8280 ○

山川医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 541 0466-22-2983 ○

金子医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 545 0466-22-9713 ○

医療生協かながわ生活協同組合藤沢
診療所

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 854-4 0466-25-2514 ○

やのﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1099-5 0466-29-8810 ○

後藤内科医院 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1-3-5 0466-22-3113 ○

宮岡脳神経外科 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢1-3-9 0466-54-2250 ○

ほしの内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0052
神奈川県藤沢市藤沢2-1-18
山本ﾋﾞﾙ1F

0466-29-0320 ○

白旗なのはなｸﾘﾆｯｸ 251-0052
神奈川県藤沢市藤沢2-3-15ﾄ
ﾚｱｰｼﾞｭ白旗2F

0466-55-2511 ○

山岸ｸﾘﾆｯｸ 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢3-1-18 0466-28-0707 ○

藤沢内科Polite Clinic 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢537 0466-52-5045 ○

さわ内科糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 251-0052
神奈川県藤沢市藤沢610-1ｻ
ﾐｯﾄｽﾄｱ藤沢駅北口店2階

0466-55-2256 ○

荒井医院 251-0053 神奈川県藤沢市本町2-12-7 0466-22-7020 ○

神谷医院 251-0053 神奈川県藤沢市本町2-7-25 0466-26-1622 ○

牛腸内科医院 251-0053 神奈川県藤沢市本町2-8-28 0466-22-2821 ○

風間医院 251-0054 神奈川県藤沢市朝日町16-4 0466-22-9020 ○

藤沢金沢内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢20-18
長塚第一ﾋﾞﾙ1F

0466-29-1122 ○

林ｸﾘﾆｯｸ 251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢2-
82002K&Sﾋﾞﾙ3F

0466-54-6105 ○

山内病院 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-6 0466-25-2216 ○

湘南中央病院 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥1-3-43 0466-36-8151 ○

四ｯ谷ｸﾘﾆｯｸ 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥1-6-16 0466-31-0855 ○

丸山医院 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥2-2-26 0466-36-8709 ○

辻堂ｸﾘﾆｯｸ 251-0056
神奈川県藤沢市羽鳥3-1-8ｱｴ
ﾗｽ辻堂W103

0466-33-8899 ○
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藤田医院 251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥5-5-10 0466-36-0979 ○

橘内科 251-0861 神奈川県藤沢市大庭 5061-8 0466-88-1188 ○

藤沢市保健医療ｾﾝﾀｰ診療所 251-0861 神奈川県藤沢市大庭 5527-1 0466-88-7300 〇

藤沢市保健医療ｾﾝﾀｰ診療所 251-0861 神奈川県藤沢市大庭 5527-1 0466-88-7305 ○ ○

よしむら耳鼻咽喉科･内科･呼吸器内科 251-0861
神奈川県藤沢市大庭 5681-
10-2F

0466-87-3315 ○

木下整形外科 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5125-13 0466-90-5898 ○

湘南ゆずｸﾘﾆｯｸ 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5220-27 0466-52-6813 ○

湘南あおぞらｸﾘﾆｯｸ 251-0861
神奈川県藤沢市大庭5560-1
ﾕｰﾐｰﾒﾃﾞｨｶﾙﾀｳﾝ大庭1F

0466-89-0603 ○

青木内科 251-0861
神奈川県藤沢市大庭5682-9ﾗ
ｲﾌﾋﾞﾙ 3F

0466-88-5132 ○

えりｸﾘﾆｯｸ 251-0871
神奈川県藤沢市善行1-15-7
ヴｪﾙﾄﾞﾐｰﾙ1F

0466-80-3850 ○

山﨑脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 251-0871 神奈川県藤沢市善行1-20-6 0466-81-3183 ○

山本内科ｸﾘﾆｯｸ 251-0871
神奈川県藤沢市善行1-25-
15TYﾋﾞﾙ1F

0466-80-6686 ○

黒川産科婦人科医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-1-10 0466-81-0500 ○

石田胃腸科医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-1-2 0466-81-2638 ○

植松医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-17-7 0466-81-6215 ○

青木医院 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-9-3 0466-81-1690 ○

善行ｸﾘﾆｯｸ 251-0871 神奈川県藤沢市善行6-16-21 0466-81-8511 ○

関本医院 251-0872 神奈川県藤沢市立石1-2-3 0466-81-2820 ○

藤沢本町ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢1-1-8 0466-80-5815 ○

善行団地石川医院 251-0877
神奈川県藤沢市善行団地3-
16-1

0466-82-1377 ○

ｸﾞﾘｰﾝ内科 252-0801
神奈川県藤沢市長後706ｺﾞｰﾙ
ﾄﾞｴｲｼﾞ藤沢101

0466-43-8088 ○

山口ｸﾘﾆｯｸ 252-0802 神奈川県藤沢市高倉 2332-1 0466-41-0333 ○

湘南台しらがｸﾘﾆｯｸ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台1-1-
6-3F

0466-41-4192 〇

湘南第一病院 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台1-19-
7

0466-44-7111 ○

いまにし内科･消化器科ｸﾘﾆｯｸ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台1-7-8
ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ 1F

0466-41-0210 ○

中沢内科医院 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台2-18-
3

0466-43-0160 ○
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ことり内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台2-2-1
ｼｰﾗｲﾄ湘南1A

0466-53-7100 ○

湘南台あかちゃんこどもｸﾘﾆｯｸ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台2-3-1
ｱﾙﾃﾐｽ湘南2階

0466-45-0123 〇

すが内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台2-8-7
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ湘南台1F

0466-45-5557 ○

桧山整形外科 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台3-14-
3

0466-43-6500 〇

小林ｸﾘﾆｯｸ 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台3-7-
12湘南台ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

0466-43-1152 ○

湘南台中央医院 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台7-1-5 0466-45-8828 ○

明石医院 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台7-15-
14

0466-43-1123 ○

西郡医院 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台7-50-
5

0466-44-2791 ○

瀬戸山産婦人科 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台7-52-
11

0466-43-3335 ○

湘南台ふかさわｸﾘﾆｯｸ 252-0804  
神奈川県藤沢市湘南台2-31-
15-2F

0466-41-5525 〇

村田会湘南台内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0805 神奈川県藤沢市円行 991 0466-43-0865 ○

長後中央医院 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚 444-8 0466-44-0335 ○

はやし内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0807
神奈川県藤沢市下土棚 467-9
山口ﾋﾞﾙ2F

0466-41-3808 ○

長後こどもｸﾘﾆｯｸ 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚 478-5 0466-44-2030 ○

ﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｶﾙ健診ﾌﾟﾗｻﾞ 252-0807
神奈川県藤沢市下土棚467-
10

0466-44-2000 ○ ○ ○

今村内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0813
神奈川県藤沢市亀井野 1770-
2ﾓﾄﾊｳｽ1階

0466-80-1559 ○

関野内科医院 252-0813
神奈川県藤沢市亀井野1-21-
12

0466-81-5615 ○

みむら脳神経外科 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2-7-1 0466-81-8686 ○

伊佐早内科小児科 252-0815 神奈川県藤沢市石川 693-7 0466-87-3322 ○

高橋まことｸﾘﾆｯｸ 252-0815
神奈川県藤沢市石川1-1-
20SCﾋﾞﾙ2F

0466-89-4351 ○

湘南台宮治ｸﾘﾆｯｸ 252-0815 神奈川県藤沢市石川6-21-10 0466-86-6366 ○

柳沢内科小児科医院 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 641-6 0466-87-6700 ○

窪島医院 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤438-5 0466-87-3002 ○

ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞｸﾘﾆｯｸ 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤6215 0466-48-3300 ○

西山内科ｸﾘﾆｯｸ 252-0821 神奈川県藤沢市用田 637-1 0466-48-9728 ○

片瀬ｸﾘﾆｯｸ 252-0821  
神奈川県藤沢市片瀬5丁目
12-23 1階

0466-52-5703 〇
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ｺｺﾛまち診療所 252-0821  神奈川県藤沢市用田2672 0466-77-9426 〇

宮本内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢 611 0466-48-0080 ○

御所見総合ｸﾘﾆｯｸ 252-0825 神奈川県藤沢市獺郷188 0466-47-0543 ○ ○ ○

原ｸﾘﾆｯｸ 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田2-1-23 0467-54-5400 ○

増沢ｸﾘﾆｯｸ 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田4-7-12 0467-54-0311 ○

和田内科医院 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田5-1-19 0467-51-8221 ○

水沼医院 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田5-5-10 0467-52-5550 ○

鶴が台菅原医院 253-0003
神奈川県茅ヶ崎市鶴が台10-
7-103

0467-52-3275 ○

三輪内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0005
神奈川県茅ヶ崎市松風台24-
15

0467-52-3969 ○

茅ヶ崎新北陵病院 253-0007 神奈川県茅ヶ崎市行谷583-1 0467-53-4111 ○

長岡病院 253-0008 神奈川県茅ヶ崎市芹沢598 0467-53-1811 ○

おざさ医院 253-0011 神奈川県茅ヶ崎市菱沼1-4-11 0467-55-0201 ○

佐藤ｸﾘﾆｯｸ 253-0012
神奈川県茅ヶ崎市小和田3-1-
2

0467-51-3550 ○

おおえ内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0017
神奈川県茅ヶ崎市松林2-12-
47

0467-55-2325 ○

真下医院 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹2-6-19 0467-87-2981 ○

三上医院 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-1-23 0467-82-0322 ○

佐藤医院 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-4-50 0467-82-0677 ○

やまぐちｸﾘﾆｯｸ 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-4-53 0467-82-2760 ○

丸山内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0023
神奈川県茅ヶ崎市美住町14-
10

0467-88-1101 ○

兼本内科･循環器科ｸﾘﾆｯｸ 253-0024 神奈川県茅ヶ崎市平和町4-26 0467-88-1231 ○

松が丘内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0025
神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-8-
20

0467-87-0363 ○

前田整形外科･内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0027
神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘
1-10

0467-85-4312 ○

湘南すずきｸﾘﾆｯｸ 253-0027
神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘
7-10

0467-84-0630 ○

新家ｸﾘﾆｯｸ 253-0031
神奈川県茅ヶ崎市富士見町
11-4

0467-26-8801 ○

野村消化器内科 253-0031
神奈川県茅ヶ崎市富士見町
15-1

0467-84-3987 ○

大野ｸﾘﾆｯｸ 253-0034 神奈川県茅ヶ崎市緑が浜4-29 0467-88-0330 ○
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湘南健康管理ｸﾘﾆｯｸ 253-0041
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-
3

0467-86-6570 ○ ○ ○

茅ヶ崎中央病院 253-0041
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-
3

0467-86-6530 ○

湘南みわｸﾘﾆｯｸ 253-0042
神奈川県茅ヶ崎市本村4-22-
25

0467-50-1611 ○

湘南いしぐろｸﾘﾆｯｸ 253-0043
神奈川県茅ヶ崎市元町2-4今
井ﾋﾞﾙ3F

0467-57-1100 ○

山岡ｸﾘﾆｯｸ 253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町6-5 0467-87-6221 ○

青木ｸﾘﾆｯｸ 253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町13-
45鴨志田ﾋﾞﾙ5F

0467-84-5223 ○

内山ｸﾘﾆｯｸ 253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-4
大黒屋富田ﾋﾞﾙ3F

0467-87-6511 ○

はしもと脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町3-2
Abeasa Medical 1F

0467-86-8410 ○

林糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0044
神奈川県茅ヶ崎市新栄町3-2
Abeasa Medical 2F

0467-84-0884 ○

茅ヶ崎信愛ｸﾘﾆｯｸ 253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町5-8 0467-82-2554 ○

高橋医院 253-0045
神奈川県茅ヶ崎市十間坂1-2-
16

0467-82-2231 ○

森田内科医院 253-0051 神奈川県茅ヶ崎市若松町6-23 0467-87-0531 ○

茅ヶ崎徳洲会病院 253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 0467-58-1311 ○

五十嵐ｸﾘﾆｯｸ 253-0052
神奈川県茅ヶ崎市幸町22-6-
202

0467-87-8282 ○

茅ヶ崎ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5-8 2F 0467-58-3958 ○

笹井医院 253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-
7-15

0467-82-2737 ○

加藤医院 253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-
1-52

0467-82-2602 ○

守屋おとなこどもｸﾘﾆｯｸ 253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北3-
10-14

0467-86-5885 ○

みよし内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北3-
4-36

0467-39-6711 ○

愛生会ｸﾘﾆｯｸ 253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-
10-48

0467-88-6560 ○

茅ヶ崎ｸﾘﾆｯｸ 253-0054
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南1-
22-1

0467-86-2123 ○

近藤ｸﾘﾆｯｸ 253-0055
神奈川県茅ヶ崎市中海岸3-8-
43

0467-83-2451 ○

共恵内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0056
神奈川県茅ヶ崎市共恵1-11-9
ｱｲﾊﾟﾚｽ湘南1F

0467-73-7011 ○

佐久間ｸﾘﾆｯｸ 253-0061
神奈川県茅ヶ崎市南湖2-13-
31

0467-89-2810 ○

西浜内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖3-4-35 0467-86-8183 ○

成田ｸﾘﾆｯｸ 253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖5-1-12 0467-58-6222 ○
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ｵｱｼｽｸﾘﾆｯｸ 253-0061
神奈川県茅ヶ崎市南湖5-20-
10

0467-50-0730 ○

高田医院 253-0061
神奈川県茅ヶ崎市南湖6-17-
18

0467-82-2541 ○

浜見平診療所 253-0062
神奈川県茅ヶ崎市浜見平11-
1BRANCH茅ヶ崎1F

0467-82-0727 ○

町田胃腸科外科 253-0071
神奈川県茅ヶ崎市萩園2305-
27

0467-85-2013 ○

湘南東部総合病院 253-0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保500 0467-83-9111 ○

ｵﾘｰﾌﾞｸﾘﾆｯｸ 253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵1365 0467-51-1081 ○

至誠堂医院 253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵2427-8 0467-85-2101 ○

井上内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑725-1 0467-83-6565 ○

小杉ｸﾘﾆｯｸ 253-0086
神奈川県茅ヶ崎市浜之郷952-
95

0467-82-8526 ○

やまもと内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0088
神奈川県茅ヶ崎市みずき2-8-
1

0467-40-4976 ○

永田外科 253-0101
神奈川県高座郡寒川町倉見
3793-3

0467-75-6075 ○

寒川駅前ｸﾘﾆｯｸ 253-0105
神奈川県高座郡寒川町岡田
1-4-3

0467-72-3588 ○

原田医院 253-0105
神奈川県高座郡寒川町岡田
3-7-35

0467-74-0702 ○

たけむら内科ｸﾘﾆｯｸ 253-0105
神奈川県高座郡寒川町岡田3-9-59
ﾇｰﾍﾞﾙﾊﾞｰｸﾞ湘南大久保ｲｰｽﾄ1F

0467-75-3220 ○

高山産婦人科･内科 253-0105
神奈川県高座郡寒川町岡田
5-5-8湘南寒川医療ﾓｰﾙ2F

0467-73-1103 ○

寒川病院 総合健診ｾﾝﾀｰ 253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山
193

0467-75-6751 ○ ○

寒川病院 253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山
193

0467-75-6680 ○

神部医院 253-0106
神奈川県高座郡寒川町宮山
3035

0467-74-5000 ○

さむかわ富田ｸﾘﾆｯｸ 253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之
宮1-9-2

0467-72-5777 ○

横山外科･胃腸科 253-0114
神奈川県高座郡寒川町田端
1159

0467-74-7707 ○

横内中央医院 254-0002 神奈川県平塚市横内2730-1 0463-54-5545 ○

としｸﾘﾆｯｸ 254-0002
神奈川県平塚市横内4060 ｸﾘ
ｴｲﾄSD新平塚横内店2階

0463-52-1004 ○

田村診療所 254-0013 神奈川県平塚市田村6-12-28 0463-54-3772 ○

医療法人仁水会湘南GPｸﾘﾆｯｸ 254-0014
神奈川県平塚市四之宮2-23-
30

0463-24-7060 ○

医財)倉田会ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄｸﾘﾆｯｸ 254-0014 神奈川県平塚市四之宮2-7-8 0463-27-1001 ○

鹿見堂内科医院 254-0014 神奈川県平塚市四之宮7-8-9 0463-51-5705 ○
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村上医院 254-0016
神奈川県平塚市東八幡1-15-
46

0463-23-5599 ○

押切糖尿病内科ｸﾘﾆｯｸ 254-0016
神奈川県平塚市東八幡1-18-
21

0463-24-1011 ○

湯山医院 254-0018
神奈川県平塚市東真土2-10-
25

0463-55-3802 ○

菊池内科ｸﾘﾆｯｸ 254-0018
神奈川県平塚市東真土4-19-
1

0463-54-7360 ○

くらた病院 254-0018
神奈川県平塚市東真土4-5-
26

0463-53-1955 ○

井上ｸﾘﾆｯｸ 254-0032
神奈川県平塚市八千代町12-
12

0463-22-9319 ○

医)平和会 ひらつか生活習慣病･透析ｸ
ﾘﾆｯｸ

254-0034 神奈川県平塚市宝町11-14 0463-21-5776 ○

野村整形外科 254-0034
神奈川県平塚市宝町1-1神奈
中宝町ﾋﾞﾙ

0463-21-7066 ○

医療法人社団湘公会湘南平塚ｸﾘﾆｯｸ 254-0035
神奈川県平塚市宮の前2-6 平
塚IHﾋﾞﾙ

0463-25-6478 ○

坪井医院 254-0035 神奈川県平塚市宮の前5-16 0463-21-0226 ○

社会福祉法人恩賜財団済生会湘南平
塚病院

254-0036 神奈川県平塚市宮松町18-1 0463-71-6161 ○

近藤医院 254-0042 神奈川県平塚市明石町28-21 0463-21-0517 ○

あおぞら湘南ｸﾘﾆｯｸ 254-0042 神奈川県平塚市明石町5-24 0463-72-7851 ○

あらい内科ｸﾘﾆｯｸ 254-0043
神奈川県平塚市紅谷町1-1α
ﾋﾞﾙ6階

0463-22-7711 ○

くまもとｸﾘﾆｯｸ 254-0043
神奈川県平塚市紅谷町17-1
興栄ﾋﾞﾙ3F

0463-21-1233 ○

医療法人永瀬医院 254-0043
神奈川県平塚市紅谷町9-1-
302

0463-22-0124 ○

矢嶋医院 254-0045 神奈川県平塚市見附町7-13 0463-31-0791 ○

医療法人社団小笠原医院 254-0045 神奈川県平塚市見附町8-8 0463-33-1313 ○

山梨医院 254-0046 神奈川県平塚市立野町10-26 0463-31-1820 ○

医療法人 庚辰会 ｸﾞﾘｰﾝ内科ｸﾘﾆｯｸ 255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯
1115番地

0463-60-3131 ○

医療法人社団 脇 医院 255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯
1562番地

0463-61-0829 ○

ひよこｸﾘﾆｯｸ 255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯
1654番地3

0463-61-7963 ○

大谷ｸﾘﾆｯｸ 255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯
362-1

0463-60-3111 ○

國谷整形外科 255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯949
番地

0463-61-0238 ○

医療法人社団 森田内科医院 255-0004
神奈川県中郡大磯町東小磯
10番地1

0463-61-8887 ○

簑島医院 259-0112
神奈川県中郡大磯町国府新
宿402番地

0463-71-0184 ○
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大磯ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 259-0112
神奈川県中郡大磯町国府新
宿547

0463-70-1110 ○

医療法人社団湘医会月京ｸﾘﾆｯｸ 259-0114
神奈川県中郡大磯町月京9-
11

0463-71-2321 ○

横山医院 259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮
1048番地2

0463-72-2580 ○

住田医院 259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮122
番地8

0463-71-0179 ○

医療法人 西山ｸﾘﾆｯｸ 259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮
1285番地1

0463-71-1212 ○

さくら診療所 259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮
1421-2

0463-74-6724 ○

医療法人社団 青山会 二宮しおみｸﾘﾆｯ
ｸ

259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮479
番地5

0463-70-6288 ○

湘南大磯二宮ｸﾘﾆｯｸ 259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮795 0463-71-1612 ○

医療法人 湘清会 さだもとｸﾘﾆｯｸ 259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮821
番地30

0463-72-5737 ○

医療法人社団 たけすえ小児科 259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮904
番地

0463-71-9735 ○

二宮胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ 259-0131
神奈川県中郡二宮町中里989
番地7

0463-73-2911 ○

医療法人 井上整形外科 259-0133
神奈川県中郡二宮町百合が
丘1丁目1-1

0463-72-4114 ○

医療法人 百合が丘ｸﾘﾆｯｸ 259-0133
神奈川県中郡二宮町百合が
丘2丁目1-2

0463-73-0082 ○

加藤ｸﾘﾆｯｸ 259-0133
神奈川県中郡二宮町百合が
丘2丁目4-1

0463-71-8443 ○

東海大学大磯病院(社会保険被扶養者
のみ)

259-0198
神奈川県中郡大磯町月京21
番地1

0463-72-3211 ○

片山医院 259-1114 神奈川県伊勢原市高森2-3-7 0463-95-0030 〇

野地医院 259-1114 神奈川県伊勢原市高森3-2-9 0463-93-4114 〇

ひまわりｸﾘﾆｯｸ 259-1116
神奈川県伊勢原市石田224-
11

0463-90-2203 〇

伊勢原ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原1-
16-8 ｺｲｽﾞﾐﾋﾞﾙⅡ1F

0463-79-8114 〇

湯浅ｸﾘﾆｯｸ 259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原1-
32-17

0463-91-5522 〇

武田ｸﾘﾆｯｸ 259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原2-
2-15

0463-96-1024 〇

飯塚医院 259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原2-
5-16

0463-95-0021 〇

梶山内科ｸﾘﾆｯｸ 259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原3-
16-2

0463-97-2882 〇

井上医院 259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原3-
19-21

0463-95-0067 〇

松木内科消化器科ｸﾘﾆｯｸ 259-1132
神奈川県伊勢原市桜台1-20-
10 ｱｼｶﾙﾒﾝﾄ萩原1F

0463-90-3311 〇

伊勢原駅前ｸﾘﾆｯｸ 259-1132
神奈川県伊勢原市桜台1-2-
13

0463-95-5011 〇
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須藤医院 259-1132
神奈川県伊勢原市桜台1-7-
29

0463-95-0650 〇

いせはら泌尿器ｸﾘﾆｯｸ 259-1132
神奈川県伊勢原市桜台2-1-
32

0463-97-7772 〇

増田整形外科 259-1132
神奈川県伊勢原市桜台3-5-
27 増田ﾋﾞﾙ1F

0463-95-8201 〇

東内科医院 259-1132
神奈川県伊勢原市桜台4-12-
11

0463-93-1311 〇

坂下医院 259-1134
神奈川県伊勢原市八幡台1-
14-1

0463-95-2222 〇

坂間医院 259-1138 神奈川県伊勢原市神戸538 0463-95-0068 〇

吉澤医院 259-1141
神奈川県伊勢原市上粕屋
351-1

0463-95-0063 〇

山田内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 259-1145
神奈川県伊勢原市板戸897-1
ﾏﾝｼｮﾝﾋﾞｽﾀﾘｶ101

0463-91-2826 〇
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